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　今回は脳卒中についてのお話です。

　「Ａ. 脳卒中の定義と種類」、 「Ｂ. 脳卒中によ

る症状」、 「Ｃ. 脳卒中のリスク」、 「Ｄ. 脳卒中

の診断」、 「Ｅ. 脳卒中の治療と予防」 の 5 点

についてお話します。

＜Ａ．脳卒中の定義と種類＞

　脳卒中の定義ですが、 わかりやすく言うと脳

の中にある血管が詰まったり破れたりして脳の

一部に血流が行かなくなり、 脳の神経細胞が

損傷する病気です。 脳卒中の種類に関しては

大きく分けると以下の 3 つに分かれています。

①　脳梗塞 （脳の血管が詰まってしまう病気。

脳卒中で最多です）

②　脳出血 （脳の血管が破れて脳の内部に出

血する病気）

③　くも膜下出血 （脳の血管が破れてくも膜下

腔という脳の外側の空間に出血する病気）

＜Ｂ．脳卒中による症状＞

　脳卒中により脳がダメージを受けるとどうなる

のでしょうか。 脳は体の動きをコントロールする

中枢であり、 様々な感情や感覚、 記憶などの

中枢でもあるため、 脳卒中で脳の一部が損傷

するとそのダメージを受けた部位によって 「手

や足が動かしにくい、 手足の感覚がおかしい、

歩行が出来ない、 上手くしゃべれない、 飲み

込みが上手くできない、 ものがかけて見える、

言葉が出てこない」 など様々な症状が、 「ある

日 ・ 突然」 出現します。 脳出血やくも膜下出

血では突然の頭痛も伴います。 脳の損傷は回

復が難しく、 リハビリを行っても残念ながら一生

何らかの症状が残ってしまう場合が多いです。

日本では寝たきりになる原因としてもっとも多い

病気です。

　脳卒中後には記憶力が低下したり怒りっぽく

なったりといった認知症の症状が見られる人も

います。

＜Ｃ．脳卒中のリスク＞

　日本は欧米諸国に比べて脳卒中が多い傾向

にあります。 その原因として昔から言われてい

るのは、 日本人は食塩摂取量が多く 「高血圧」

になりやすい食事をしていたからだと考えられ

ています。

　加えて現在は食生活の欧米化に伴い、 肥満

体型のかたが増えてきており 「脂質異常症」

や 「糖尿病」、 「メタボリックシンドローム」 な

ど動脈硬化を進行させてしまう病気が増加して

います。 動脈硬化が進展すると脳卒中の頻度

も増加します。

　その他、 喫煙や大量飲酒、 心房細動という

不整脈、 加齢、 睡眠時無呼吸症候群などが

脳卒中のリスクとして挙げられますがそのほと

んどが 「生活習慣」 に関わる病気です。

＜Ｄ．脳卒中の診断＞

　大まかには脳出血 ・ くも膜下出血には X 線を

利用した CT という画像検査が有用で、 急性

期の脳梗塞に対しては磁気を利用した MRI と

いう画像検査が有用と言われています。

　B の脳卒中による症状の欄で示したような脳

卒中を疑う症状があれば CT 検査や必要に応

じて MRI 検査を施行します。

　MRI 検査は磁気を利用するので、 一部の患

者様 ( 脳にシャントを埋め込んでいる、 ペース

メーカーを埋め込んでいるなど ) には応用でき

ません。

脳卒中について脳卒中について
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＜Ｅ．脳卒中の治療＞

　ここでは脳卒中の種類により治療方法を述べ

ます。

①　脳梗塞

　脳梗塞には大きく分けて 3 つのタイプに別れ

ています。 高血圧が主な要因となるラクナ梗

塞、 動脈硬化がおもな要因となるアテローム性

脳梗塞、 心房細動という不整脈が原因となる

心原性脳塞栓症です。

　急性期には脳の血流を保持するよう安静にし

て血圧の管理と脳保護薬を投与します。 その

上で脳梗塞のタイプに応じて抗血小板療法や

抗凝固療法といった血液をサラサラにするお薬

を使用して脳梗塞の進展や再発防止に努め、

症状に合わせてリハビリを行います。

　発症が 4 時間半以内の超急性期の脳梗塞に

関しては適応があると判断されれば、 脳梗塞

の原因となる血栓を溶かす血栓溶解療法という

治療が受けられます。 血栓溶解療法は脳出血

のリスクがありますが従来の治療よりもより後

遺症が少なく済むことが判明していますので当

院でも積極的に施行したい治療法の一つです。

②　脳出血

　急性期には安静と血圧管理を行い、 脳の腫

れを防ぐ薬剤を投与します。 大きな出血では

脳が圧排され脳出血後の後遺症がひどくなった

り生命を脅かす危険性も出てきますので、 頭を

開けて血の塊を取り除かなければなりません。

　当院では脳出血に関して長崎医療センターな

どの脳神経外科と連携しており、 手術適応の

ある患者さんに関してはヘリコプターで緊急に

脳神経外科のある病院まで搬送しています。

③　くも膜下出血

　くも膜下出血に関しては脳の動脈に瘤 （動脈

瘤） があり、 瘤が破裂して出血することが多く

の原因です。 一度破裂すると血が固まり出血

は一旦収まりますが再破裂し生命が脅かされ

る可能性が高くなります。 よって、 くも膜下出

血の場合は基本的に動脈瘤の再破裂予防のた

めの処置 ( クリッピングやコイル塞栓術など )

ができる脳神経外科のある病院 （長崎医療セ

ンターなど） に搬送します。

　いずれの疾患に関しても如何に早く診断して

治療するかが脳卒中後の回復に関わってきま

す。 「Ｂ. 脳卒中による症状」 の欄でご紹介し

たような症状が突然おこったり、 突然の割れる

ような頭痛などを認めた場合はすぐに近くの病

院を受診するようにしてください。

　予防に関しては 「Ｃ. 脳卒中のリスク」 の欄で

述べたように、 脳卒中は深く 「生活習慣」 と

関わっています。 病院で高血圧などに関して

薬物治療を受ける以外にも、 高血圧予防のた

めに減塩に気を配る、 糖尿病や脂質異常症、

メタボリックシンドロームなどを防ぐために油もの

やカロリーの高い食べ物、 頻回の間食などを控

える、 禁煙をする、 有酸素運動を心掛けるなど、

日常生活でできることは色々とあります。

　また、 残念ながら脳梗塞や脳出血を起こして

しまった患者さんの中には、 今まで検診などで

高血圧や糖尿病などの指摘を受けても病院を

受診してなかったり、 病院受診が不定期になっ

て治療ができていないかたがいらっしゃいま

す。 そういった患者さんに出会うと、 「きちんと

高血圧や糖尿病の管理できていれば脳卒中が

防げた可能性があるのに」 と、 とても残念な

気持ちになることがあります。 ほとんど症状が

でない高血圧や糖尿病、 脂質異常症などの病

気が、 脳卒中など危険な病気に直結している

のだという意識は常に持っておいてください。

（内科　山川　大介）
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　最近、 TV や新聞等のメディアでも多く目にす

るようになり、 全国的に普及してきた AED につ

いてみなさんはどの程度ご存知でしょうか？多く

の人が、 AED と聞いて現物を思い浮かべるこ

とができるのではないでしょうか？

　しかし、 あなたの目の前で人が倒れたら？倒

れている人を見つけたら？すぐに駆け寄って声

をかけることができますか？近くに AED があっ

たら使用することができますか？

　知ってはいても、 生身の人に対して電気ショッ

クをかけるというのはとても勇気が必要です。

ですが、 あなたが AED を使用することで大切

な命が救われるかもしれません！

　ここでは、 そんな AED についてお話していき

たいと思います。

【AED って？】

　AED( 自動体外式除細動器 ) とは、 心臓がけ

いれんし血液を流すポンプ機能を失った状態に

なった心臓に対して、 電気ショックを与え、 正

常なリズムに戻すための医療機器です。 2004

年 7 月より医療従事者ではない一般市民でも

使用できるようになり、 病院や診療所、 救急

車はもちろんのこと、 学校や公共施設等人が

多く集まるところに設置されています。 新上五

島町内にも様々なところに約 100 機設置されて

います。

　AED は、 操作方法を音声でガイドしてくれる

ため、 簡単に使用することができます。 また、

心臓の動き ( 心電図 ) を自動解析し、電気ショッ

クが必要な方にのみ電気ショックを流す仕組み

になっています。

　電気ショックはどんなときでも成功するもので

はありません。 1 分 1 秒でも早く電気ショックを

行うことが重要です。 電気ショックの成功率は

1 分ごとに約 7 ～ 10％低下します。 新上五島

町では、 救急車の到着まで平均約 8 ～ 9 分で

す。 下のグラフから見ると、 8 分時の成功率

は 20％です。

　心停止の可能性のある人を発見したら、 ま

ず！ 119 番通報を行い救急車が到着する前

に、 傷病者の近くにいる私たち一般市民 ( バイ

スタンダー ) が AED を使用して電気ショックを

できるだけ早く行うことが重要になります。

　新上五島町内でも実際に一般市民による

AED の使用で大切な命が救われています。

ＡＥＤについてＡＥＤについて

（日本光電の AED 情報サイト 「AED ライフ」 より抜粋）
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 ～ＡＥＤの使い方  ～ ～ＡＥＤの使い方  ～ ～ＡＥＤの使い方  ～
★AED は簡単 3 ステップ！音声ガイドに従って操作します。

①フタを開けると自動電
源 ON

②電極パットを胸に貼る ③ボタンを押して電気
ショック

※注意点

・ 機種によって、 フタを開けて電源ボタンを押す必要があるものもありますのでご注意ください！

・ 可燃性ガスや酸素がある環境では、 爆発や火災を起こす危険性があるため使用しないでください。

・ AED が心電図を解析しているとき、 AED が電気ショックを流すときには、 倒れている傷病者に絶対に

さわらないでください。

・ 未就学児 （1 歳未満の乳児を含む） へは小児用パッドを使用してください。 小児用パッドがない場合

には、 パッドを貼る際に、 パッド同士が触れ合わないように注意して成人用パッドを代用してください。

・ 入浴中やプールで倒れてからだが濡れている場合には、 水中から引き上げパッドを貼る部分を拭い

てから使用してください。

・ ペースメーカーや体内除細動器を植え込んでいる場合には、 その上にパッドを貼らないようにしてくだ

さい。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一部日本光電の AED 情報サイト 「AED ライフ」 より抜粋）

応募資格 臨床検査技師の有資格者及び平成 27 年春資格取得見込の方

募集人数 2 名 （採用予定日 ： 1 名は平成 26 年度中、 1 名は平成 27 年 4 月 1 日）

募集期間 平成 26 年 8 月 1 日 （金） ～平成 26 年 8 月 29 日 （金）

勤務条件

応募方法

地方公務員

長崎県病院企業団給与条例による。

■初任給　178,200 円 （大学卒） ／ 167,000 円 （短大 3 卒）

※免許取得後に勤務経験のある方は、 経験年数により初任給を算定します。

身　　　分

年 1 回昇　　　給

期末 ・ 勤勉手当、 扶養手当、 住居手当、 通勤手当、 時間外勤務手当等手　　　当

有退職金制度

週休 2 日 （特別休暇有）休　　　日

地方職員共済組合制度社会保険

作文及び面接試験 （試験日については、 後日応募者に連絡します。）選考方法

履歴書、 卒業見込証明書、 成績証明書提出書類

長崎県上五島病院　総務係

　〒857-4404 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷 1549-11

　電話 0959-52-3000 ／ FAX 0959-52-2981

　ホームページ　http://www.kamigoto-hospital.jp/doctor/index.cgi

申  込  先

給　　　与

臨床検査技師の募集について臨床検査技師の募集について
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平成 26 年８月の特診外来予定表平成 26 年８月の特診外来予定表平成 26 年８月の特診外来予定表
泌尿器科 耳鼻科

※赤字の診察は予約・紹介予約の患者さんのみです。
※船の欠航等により、予定は変更となる場合があります。ご了承ください。
★　午前の受付開始時刻は 8：30 となっておりますが、診療開始時刻は医師来院時の交通機関の都合により、
　　9：00 ～ 10：00 頃の間で変動します。ご了承ください。

循環器科 神経内科 皮膚科

★午前、午後

★午前、午後

調先生
★午前

森先生
★午前

午前、午後（～15時）
鹿子木先生

8月4日（月）
畑地先生

8月1日（金）

江口先生
★午前、午後

土居先生
★午前、午後

★

竹原先生
★午前、午後

8月5日（火）

8月6日（水）

畑地先生
午前

原先生
午前

8月7日（木）

8月8日（金）

8月11日（月）
駒澤先生

8月18日（月）

★午前、午後8月25日（月）
原先生

★

午前、午後（～15時）
竹原先生

大庭先生
★午前、午後

午前、午後（～15時）
大庭先生

松尾先生
★午前、午後

午前、午後（～15時）
松尾先生

8月12日（火）

8月13日（水）

駒澤先生
午前

★午前、午後
北岡先生

★
北岡先生

午前

鍬塚先生
午前

8月19日（火）

8月20日（水）
竹中先生

午前

8月21日（木）

計屋先生
★午前、午後

★
原先生

午前8月26日（火）

8月27日（水）
富村先生

午前

8月28日（木）

8月22日（金）

午前、午後（～15時）
計屋先生

8月29日（金）

8月14日（木）

8月15日（金）
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看護師修学生・薬剤師修学生を募集しています看護師修学生・薬剤師修学生を募集しています
上五島病院では、将来、地域医療に情熱をもって勤務しようとする看護学生・薬学生の
方に修学資金を貸与します。
（貸与が決定した方は、卒業後、就職試験なしで上五島病院に勤務できます。）

１．募集対象者（看護師および薬剤師）
　平成 27 年 4月に医療技術諸学校に入学予定の者または在学中の者

２．募集期間
　平成 26 年 9月 1日（月）～  平成 26 年 10 月 31 日（金）

６．貸与期間
　医療技術諸学校に在学中の期間

７．返還免除
　免許取得後、貸与を受けた２倍の期間を上五島病院に勤務したとき

４．選考方法
　小論文・面接試験を平成 26 年 11 月に実施します。
　（詳細な日時は後日応募者に通知します。）

３．応募方法
　長崎県上五島病院総務係に下記書類を提出してください。
　　①履歴書（要写真）　②学校長推薦書

※学校長推薦書の様式は上五島病院総務係で配布するほか、
当院ホームページからダウンロードすることも可能です。

５．貸与内容等（平成 26年度）
養成施設（専門学校等） 大学

入学金 169,200 円以内 282,000 円以内
授業料 年額 379,200 円以内 年額 520,800 円以内
実習費 年額 80,000 円以内 年額 80,000 円以内

教科書購入費 年額 50,000 円 年額 50,000 円
生活費 月額 50,000 円 月額 50,000 円

（お問い合わせ先）

長崎県病院企業団　上五島病院
〒857-4404　長崎県南松浦郡新上五島町青方郷 1549-11
電話　0959-52-3000　　ＦＡＸ　0959-52-2981
E-mail　kamihp@gold.ocn.ne.jp
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　9月 21日（日）と 10月 19日（日）の 2回、上五島病院
で乳がん検診を行います。
　ＮＰＯ法人日本乳がんピンクリボン運動による『ジャパン・
マンモグラフィ・サンデー』の一環として行うもので、検診
の利便性を高めるため、2009 年からスタートした全国キャ
ンペーンです。
　子育て、介護、仕事などで多忙な平日を過ごす女性のみなさん、休日を
利用して乳がん検診を受けてみませんか？

日

【 対 象 者 】 新上五島町民の 40 歳以上女性
（※乳がん検診を昨年度受診された方は今年度は受診できません。）

【検査内容】 40 代：マンモグラフィー + 乳腺エコー
50 代以上：マンモグラフィー

【実施場所】 上五島病院

※検診結果は後日郵送です。

【検査費用】 無料

受診には、事前予約が必要です。
●事前予約受付期間　8 月 20 日（水）～ 9 月 10 日（水）
●予約・お問い合わせ　53－1163（役場健康保険課）

【 実 施 日 】 第１回：   9 月 21 日（日）9 時 ～ 16 時【要予約】
第２回：10 月 19 日（日）9 時 ～ 16 時【要予約】

10月 19日（日）は病院フェスタも開催されます。

PIN
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レモン風味のさっぱりした冷やし中華です。

野菜をたっぷり使って、夏の暑さを乗り越えましょう！

【材料】（２人分）

【作り方】

・中華麺…………………………１６０ｇ

・卵…………………………６０ｇ　1 個

・油……………………………………少々

・ハム…………………………………２枚

・きゅうり………………１００ｇ　１本

・トマト……………………………中１個

・かいわれ大根……………………２０ｇ

・みょうが…………………１０ｇ　１個

・だし汁…………………………大さじ３

・醤油……………………………大さじ１

・砂糖………………………小さじ２／３

・酢………………………………小さじ１

・レモン汁………………………小さじ２

・ゴマ油……………………小さじ１／２

①　中華麺をたっぷりのお湯で２～３分茹

で、水洗いし、水切りする。

② 　フライパンを熱し軽く油を塗る。卵を

薄くのばし、皿にあげ、冷めたら千切りし、

錦糸卵を作る。

③　ハム、きゅうり、みょうがは千切りに

し、トマトはお好みの厚さでスライスする。

④　水、醤油、酢、砂糖を鍋で軽く沸騰させ、

火を止めたところでレモン汁（市販の物で

も可）とゴマ油を加え、冷ましておく。

⑤ 　盛り付けてタレをかけたら完成！

【栄養価】（1 人分）

エネルギー：490kcal　/　蛋白質：18ｇ

脂質：5.2ｇ　/　塩分：2.8ｇ

栄養管理室のオススメレシピ②

～　冷やし中華　～～　冷やし中華　～～　冷やし中華　～

栄養士からのアドバイス

タ
レ

具材は、 レタス、 もやし、 干ししいたけ、

ワカメ、 豚肉、 ササミなど冷蔵庫に余っている

食材でＯＫです。

今回はみょうがを使いましたが、

大葉や小ネギ、 ゴマなどでも

風味よく仕上がります。
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　じめじめした梅雨も終わり、太陽がギラギ

ラと照りつける暑い夏がやってきました。例

年の事とはいえ、今年も猛暑になりそうです。

海水浴、夏祭り、花火大会、お盆、と短くて

忙しい夏ですが、皆さんはどのように過ごす

ご予定でしょうか。

　学生さんは楽しい夏休み！しかし、宿題も

たっぷり。友人と遊んだり、部活動に精を出

したり、大変良いことだと思いますが、羽目をはずしすぎると 8 月 31

日に大変なことに・・・ならないよう、いまからコツコツと消化して

いきましょう。

　またお盆近くになると、上五島に帰省してくる人が増えます。いつ

までも変わらない友人。年々大きくなっていくお孫さん。たまにしか

会えないからこその楽しい季節ですね。それにともなって、一時的に

ではありますが車の交通量が増えます。ゆとりをもった運転を心がけて、

事故などないように気を付けましょう。

　最近脱法ハーブによる事故がマスコミに大きく取り上げられていま

す。上五島に限って脱法ハーブによる事故などはないと思いますが、

久しぶりの友人とついついお酒を飲

んでしまい、「すぐそこだから・・・

」「酔っ払ってないから」などと運転

してしまわないようにしましょう。

交通事故を起こそうと思って運転す

る人はいません。誰しもが加害者、

被害者になる可能性があるのです。

（広報委員会　前田・濱江）

○基本理念

　地域と共に歩み、

　　　　　　信頼され親しまれる病院

○５つの行動目標

①信頼と満足の得られる医療の提供

②地域の基幹病院としての診療機能の

　充実

③地域における保健・医療・福祉の連携

④ＩＴ化によるさらなる医療の効率化

⑤地域における疫学研究と医療従事者の

　教育・研究の推進

長崎県上五島病院

〒857-4404

長崎県南松浦郡新上五島町青方郷 1549-11

電話　0959-52-3000

F A X　0959-52-2981

Email　kamihp@gold.ocn.ne.jp

URL　http://www.kamigoto-hospital.jp

◆ご意見、ご感想を下記までお寄せ

ください。

編集 ・ 発行 ： 上五島病院広報委員会　　2014.8.1 発行　　発行責任者 ： 八坂貴宏
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